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国性爺合戦にみる異国観

はじめに

　『国性爺合戦』は、正徳 5年（1715）に大坂竹本座で初演された、近松門左衛門による浄瑠璃である。その
主人公は、国姓爺（Koxinja）とも呼ばれた鄭成功（ZHENG Chenggong）である。浄瑠璃の名称の中では「国
姓爺」は「国性爺」と表記され、鄭成功は「和藤内」もしくは「国性爺」と呼ばれる。『国性爺合戦』におけ
る特有の呼称である。
　この物語は、「韃靼」との交渉が決裂したことで、「順治大王」の攻撃に遭い、南京における「十七代思宗烈
皇帝⑴」の宮殿が陥落するところから始まる。他方、鄭芝龍（ZHENG Zhilong）と鄭成功父子は、日本の平戸
で家族と平穏な日々を過ごしていた。鄭成功は和藤内、鄭芝龍は老一官の名で登場する。そこへ思宗烈皇帝の
妹である栴檀皇女が流れ着いたことで、明の復興のため、鄭芝龍と、芝龍の妻、鄭成功の母子は、別路、中国
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Abstract
　Kokusen’ya kassen 国性爺合戦 is a playbook for jōruri 浄瑠璃, or puppet show that was performed in Take-
moto za theater 竹本座 , at Osaka in 1715 for the first time. The protagonist is ZHENG Chenggong 鄭成功 (1624-
1662), also referred to as Koxinja 国姓爺 and Watōnai 和藤内 in this playbook. Some researchers argue that the 
foreign view of this work tends toward nationalism. Watōnai, whose father was Chinese and mother was Japanese, 
forced to use the Japanese-style name and hair to his capitulants. He also prayed to Amaterasu ōmi kami, the god 
of the imperial family of Japan.
　At the same time, other Chinese people exhibit their own views. A Chinese princess fixed her hair in a compro-
mise between Chinese and Japanese style. When Watōnai met GĀN Huī 甘輝 for the first time, GĀN Huī 
recognized Watōnai as the bravest soldier in Japan compared to himself as a rare soldier in Chinese history. 
Watōnai’s mother even expresses her birth country as a small one 小国. These plots cannot be explained from the 
viewpoint of nationalism.
　This paper considers the views of foreign countries seen in this playbook from multiple perspectives. A com-
parison with Chinese historical sources is adopted as a methodology. The differences between this playbook and 
historical sources prove the uniqueness of the foreign image seen in this study. In particular, this study focuses on 
the role of Watōnai’s parents. I would like to analyze and share a new image of how the Japanese comprehended 
contemporary dynamism in the East Asian region.
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──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　第 16代崇禎帝をモデルにしたと思われる。崇禎帝は、崇禎 17年（1644）3月 19日、李自成により北京が陥落した折に自
害する。
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へ渡ることになる⑵。芝龍の妻は日本の平戸の人である。彼らの目的地は、甘輝（GĀN Huī）の館である獅子
が城である。芝龍が日本へ渡る前にもうけた娘が、甘輝の妻になっているからである。曲折の後、甘輝は芝龍、
成功父子の味方となることを約束するが、その過程で芝龍の妻と甘輝の妻（芝龍の娘）は自害して果て、成功
は延平王国性爺を名乗る。彼らは明の版図の半分を奪還し、成功の妻が日本から栴檀皇女を連れ、芝龍、成功
父子と合流し、呉三桂（WÚ Sānguì）が保護していた明の皇子をも奉じることになる。皇子はほどなく永暦帝
として即位する⑶。鄭父子と甘輝、呉三桂は南京を攻めて、激戦ののちにこれを落とし、永暦帝のもとに平和
が訪れ、明の復興が実現する。
　以上の要旨を一瞥するだけでも、荒唐無稽さはあきらかであるし、本年 360周年をむかえる台湾への渡航
（開台）に言及がない点は、鄭成功像としては欠落感を禁じ得ない。他方で、事後ほぼ半世紀という、比較的
早い時期に成立した鄭成功像が、浄瑠璃としては 17ヶ月における長期公演となるばかりか、歌舞伎化をされ
ていることからも、多くの日本人に受け入れられるイメージであったことも事実である。本稿では、これらの
観客の好尚に顧慮しつつ、『国性爺合戦』にみられる異国観について、テキストから読み取れる像と、中国側
の歴史史料などとの比較の観点から考えてみたい。

1、『国性爺合戦』の鄭成功像

　筆者は必ずしも『国性爺合戦』の研究史を熟知するものではないが、近年の研究のなかに、本作品を、明清
交替の国際環境を受けて当該期の日本で形成された、日本中心の世界観との結びつきによって説明するものが
あることは注目される。
　崔官氏は、近松門左衛門が豊臣家に仕えた杉森家の出身であることや、後半生の居住地が豊臣秀吉への同情
心が強い大坂であったことなどから、『国性爺合戦』が豊臣秀吉による朝鮮侵略である壬辰倭乱（文禄の役）
の記憶を反映させた作品であることを指摘する⑷。崔氏がこの観点からもっとも重視するのは、以下の部分で
ある。

神力ますゝゝ日本力、刃で向ふは大人気なし．虎はおろか象でも鬼でも一ひしぎと．（中略）和藤内．神
国に生れて神より受けし身体髪膚．畜類に出合ひ、力だてして怪我するな．日本の地は離るゝとも、神は
我が身にい十川．太神宮の御祓ひ納受などかなからんやと．肌の守りを渡さるれば、げに尤もと押しいたゞ
き．虎にさしむけさしあぐれば．神国神秘のその不思議、猛りにたけるいきほひも．忽ち尾をふせ耳をた
れ．じりゝゝゝゝと四足を縮め．恐れわなゝき岩洞に隠れ入る．（中略）尊の神力天照神の威徳ぞ有がた
き．⑸

　和藤内、すなわち鄭成功が甘輝の館へむかう道中、千里が竹という虎の住む大藪を通らなければならない。
そこで虎と遭遇する場面である。和藤内は虎と格闘し、両者ともに息を切らした時に、同行していた芝龍の妻、
すなわち和藤内の母が鼓舞する言葉が上記引用中「和藤内．神国に生れて神より受けし身体髪膚」以下の部分
である。「い十川」は五十鈴川であり、伊勢神宮の傍らを流れる川、「太神宮」は伊勢神宮であり、母がそのお
守りを和藤内に渡し、和藤内がそれを虎にかざしたところ、虎は恐れ震えて岩穴に隠れ入ってしまったという
のである。崔氏はこの部分を「和藤内は、神国日本の加護を受けている日本人として描かれている（111頁）」
と位置づける。
　これが壬辰倭乱と結び付けられるのは、日本から大陸へ渡って虎を屈服させる和藤内が、壬辰倭乱の戦争中

──────────────────────────────────────────────────────────
⑵　江日昇『台湾外記』によれば、鄭芝龍は 1620年代にはすでに出海しており、天啓 5年（1625）に海賊の首領となっている（巻
之一、15丁裏）。成功は、崇禎 3年（1630）10月に渡海している（巻之三、10丁裏）。
⑶　永暦帝の即位は、紹武元年（1646）11月の肇慶における出来事である。
⑷　崔官「鄭成功から和藤内へ─近松の『国性爺合戦』を中心に─」（『東アジア文化交渉研究　別冊』8、2012年）
⑸　崔氏の引用には一部改編がみられるため、本稿では前掲論文を確認の上、後掲書の同じ部分を引用している。大橋正叔　校
注・訳『近松門左衛門集』3（『新編日本古典文学全集』）（小学館、2000年）291～292頁。
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に虎を退治し、その皮を豊臣秀吉へ贈ったと伝わる加藤清正を連想させるからである。この連想はひとり崔氏
のみが思い描くものではなく、両方の物語を知りうる環境にある者ならば、これらを結びつけようとする着想
に至るのは自然な流れだとすらいえる。加藤清正の虎退治は、後世の史料でしか確認できないため、伝説であ
ると考えられているが、一例として湯浅常山『常山紀談』巻之十「清正虎を狩られし事」の該当部分を掲げる。

　朝鮮にて何れの所にてかありけん、清正の陣大山の麓なりけるに、虎夜来りて馬を中にひつさげ、虎落
の上を飛び出でけり。清正、「口惜しき事なり」と怒られけるに、小姓上月左膳をも虎来て咥み殺せり。
清正、夜明くると山を取巻いて虎を狩りたるに、一疋の虎生茂りたる萱原をかきわけ、清正を目がけて来
る。清正大いなる岩の上にありて鉄炮を持ちねらはるゝに、其の間三十間ばかり、虎清正を睨みて立止る。
人々鉄炮を揃へてうたんとするを、清正下知して打たせられず。自ら打殺さんとの志なり。かくて虎間近
く猛り来り、口を開きて飛掛かる処をうたれしに、咽に打込みたれば、そこに倒れ、起上らんとせしかど
も、痛手なれば終に死しぬ。⑹

　戦争を目的として日本から大陸へ渡った武人が、虎を屈服させた伝説である点では両者は共通するし、それ
ぞれが想定する年次も半世紀とは隔たってはいない。さらには崔氏が指摘するように、近松の出自や、大坂と
いう上演場所を加味すれば、類似点に着目するのは無理のない議論だとはいえる。他方で、和藤内は虎を味方
につけているのに対して、清正は射殺している。虎による被害状況も異なっている。和藤内の場合は、虎が最
終的な敵ではなく、その後に登場する勢子こそが、当該場面における敵であり、彼らさえ屈服させるところに、
和藤内のただならぬ力量を予感させている。
　筆者は、清正伝説が厳密にいつ形成されたのかを判断する能力をもたないが、『常山紀談』の漢文自序は元
文 4年（1739）5月 9日付であり、もしこの頃に原型が成立していたとするならば、『国性爺合戦』より後で
ある。じつは、虎が関わる伝説はなにも清正伝説ばかりではなく、たとえば、新羅の僧、元暁（Wŏn - hyo）
が絶壁で坐禅をしている際に、虎が近づいてくるものの、なにもできずに屈服したとする伝説も、日本では古
くから知られている⑺。この方が和藤内の伝説に近いようにも思われる。
　井上厚史氏も虎の場面には別の角度から注目する⑻。和藤内が虎を屈服させたのち、この虎を狩ろうと追い
かけていた勢子と和藤内が遭遇し、ふたたび緊迫した展開となる。勢子たちは、李蹈天（LĬ Dǎotiān）⑼が韃靼
王へ献上するための虎を狩っていたことを明かし、虎の引き渡しを求める。李蹈天は、思宗烈皇帝を殺害した
裏切者の大悪人として描かれている。和藤内と戦った結果、勢子は彼と虎とに挟まれて降参する。三橋修氏の
研究に導かれて、井上氏は次の部分に着目する。

　親子どつと打ち笑ひ．揃ひも揃うた供回り、名も日本に改めて．何左衛門何兵衛．太郎次郎十郎まで面々
が国所．頭字に名乗り、二行に立つてぼつたてろ．うけたまはり候ふと．お先手の手振りの衆、ちやぐ忠
左衛門かぼちや衛門．るすん兵衛とんきん兵衛．しやむ太郎ちやぼ次郎ちやるなん四郎．ほるなん五郎う
んすん六郎すん吉九郎．もうる左衛門じやが太郎兵衛．さんとめ八郎いぎりす兵衛、今参りのお供先．跡
に引馬虎斑の駒、母を．たすけて孝行の名．を取る口取る国を取る。誉れは．異国本朝に．踏み跨げたる
鞍鐙．虎の背中に打ち乗つて威勢を．千里にあらはせり。⑽

　すなわち、和藤内は、降参した韃靼、すなわち清朝の官人たちを「ちやぐ忠左衛門」などというように、外
国地名を織り込んだ日本風の名に改めさせた。井上氏はこれを、「創氏改名」もしくは「近松のナショナリズ
──────────────────────────────────────────────────────────
⑹　湯浅常山『定本　常山紀談』上（鈴木棠三校注）（新人物往来社、1979年）349頁。
⑺　『華厳宗祖師絵伝』元暁絵。この絵の原案は鎌倉時代の日本僧明恵が構想したといわれている。
⑻　井上厚史「『国性爺合戦』から『漢国無体 此奴和日本』へ：江戸時代における華夷観の変容」（『同志社国文学』58、2003年）。
⑼　未詳。架空の人物か。
⑽　大橋正叔、前掲校注・訳書、295～296頁。井上氏は引用をしていない。
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ムの発露」と紹介する（62頁）。和藤内はそればかりではなく、髪型も月代にするように命じている。
　井上氏はこうした要素に着目するばかりではなく、「日中関係における力の均衡」ともいうべきメッセージ
が含まれていると指摘する。それはたとえば、栴檀皇女が日本から中国への帰路に出発する時の容姿を「唐子
髷には．薩摩櫛、島田髷には．唐櫛と．大和唐土打ちまぜて⑾」とし、彼女らの道行きの最後に「謡曲『白楽天』
をもとに、唐土の白楽天が『日本の智恵をはからんと』日本にやって来たが、漁翁に変じた住吉大明神の和歌
に返答ができず退散したという逸話⑿」が挿入されていることに表われているとする。これらにひとつ付け加
えるならば、和藤内の母が、甘輝の館に入った直後に、その様子をみていた侍女 2名のうちひとりが「をかし
い髪の結ひ様、変つた衣装の縫ひ様」といえば、もうひとりは「こちや日本の女子になりたい」と返す場面も
ある⒀。
　このように、『国性爺合戦』には日本中心の世界観と、日中を対等にみなす認識の両者が共存していること
になる。さらには、和藤内の母が、甘輝の館に入る直前には「小国なれども日本は男も女も義は捨てず．縄か
け給へ一官殿⒁」と述べている。外国人の立入りが禁じられている甘輝の館に、曲折ののち、和藤内の母のみ
が入ることを許されるのであるが、縄をかけることがその条件とされ、それを受け入れる覚悟を示したセリフ
である。日本を「小国」と認識する言葉が登場することは見過ごせない。「小国」の表現は、南京での戦いの
場面で、李蹈天の国性爺（和藤内）への呼びかけのなかにも登場する。いわく「ヤアゝゝ国性爺．おのれ日本
の小国より這ひ出で．唐土の地を踏みあらし、数ヶ所の城を切り取り、剰へ大王の御座近く．今日の狼藉緩怠
千万．」云々と⒂。その一方で、「大日本」という表現も散見する。これらをどのように解釈するべきだろうか。
　鄭成功（劇中の「和藤内」）は、鄭芝龍（老一官）と平戸の田川家の女性との間の子である。この点は、劇
中でも描かれており、たとえば和藤内が登場してほどなく、父は「もと日本の者ならず．大明国の忠臣．大師
大爺鄭芝龍といつし者⒃」、母は先述のとおり日本人であるとの認識がしばしば明示される。和藤内の名も、
母から「和国」の「和」の字をもらい、父から「唐」の字の発音に通じる「藤」の字をもらったことが説明さ
れる。
　それでは、和藤内が日中双方の要素を担う人物としてふるまうかといえば、やや疑問が残る。日本的な要素
としては、先述のとおり、虎との遭遇の場面では伊勢神宮のお札をかざして戦い、勢子の降伏にあたっては髪
型、名前を日本風に改めさせ、甘輝との出会いでは「さては聞き及ぶ日本の和藤内⒄」と呼ばれ、「御辺が日
本無双なれば我は唐土希代の甘輝⒅」として完全に中国側と対峙する人物に描かれている。城攻めに際しても、
城門を打ち破るために「朝比奈流」を、さらには「義経流」「楠流」にのっとって軍を動かし、城を陥落させ
ている⒆。最後の山場である南京攻略の直前には、「日本の産、生国は捨てまじ⒇」と言って天照太神を祀っ
ている。これに対して、中国的な要素としては、父の影響により「唐土の兵書」を学んだ�とされているに過
ぎない。しかも、その内容はいわゆる「漁夫の利」であり、多くの日本人にとって、兵書を学ぶまでもなくな
じみ深い故事である。明清の戦いを蛤と鴫の戦いに見立て、その間隙に勝機を見出すのである。すなわち、和
藤内の出生については、史実に照らして大きな齟齬のない説明を施しつつ、物語の要所要所における位置づけ
は、崔氏がいみじくも明確に指摘しているとおり「神国日本の加護を受けている日本人として描かれている
（111頁）」のである。

──────────────────────────────────────────────────────────
⑾　大橋正叔、前掲校注・訳書、322頁。井上氏は日本文学大系を引用している。
⑿　大橋正叔、前掲校注・訳書、325頁「人がましやな名もなき者」以下。
⒀　大橋正叔、前掲校注・訳書、306～307頁
⒁　大橋正叔、前掲校注・訳書、304頁
⒂　大橋正叔、前掲校注・訳書、345～346頁
⒃　大橋正叔、前掲校注・訳書、275頁
⒄　大橋正叔、前掲校注・訳書、310頁
⒅　大橋正叔、前掲校注・訳書、316頁
⒆　大橋正叔、前掲校注・訳書、330～331頁
⒇　大橋正叔、前掲校注・訳書、341頁
21　大橋正叔、前掲校注・訳書、277頁
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　他方、井上氏がいう「日中関係における力の均衡」は、どのような場面に現れるだろうか。白楽天の例は複
雑な要素を含むとしても、栴檀皇女が和漢折衷の髪型としている例、和藤内の母が甘輝の館へ入った時の侍女
が和漢双方のあり方に共感を示している例、さらには甘輝と和藤内の出会いで和漢双方の勇者として併記され
ている例、の三例はいずれも劇中における中国側の日本認識を描いた場面である。『国性爺合戦』の世界観を
考える際に重要なのは、むしろこれらの点にあるのではないだろうか。和藤内の母が、自国を「小国」と表現
しているのは、夫である老一官との会話においてである。もう一例の李蹈天は大悪人として登場している。こ
れらはやや特殊な事例なのかもしれない。
　すなわち、日本を誇大視する表現は和藤内に集中しているが、彼を離れた場面では日中を対等にみなし、あ
るいは日本を小国とすら呼んでいる。明から清へ王朝交替途中の中国に対峙する場面のなかで、近松が日本を
どのように表現しているかは、必ずしも和藤内の言動のみに収斂されない形で理解するべきではなかろうか。
彼を除いた言動に関わる内容からは、むしろ、中国側から日本が対等の国として認識されたいとの願望が垣間
見られるように思われる。日中間の混血である鄭成功に、和藤内という名を与え、日本の神威と兵法によって、
南京における架空の勝利によって幕を閉じる展開も、その延長上で無理なく解釈できる。
　それではなぜ、近松は日中の拮抗した世界観を構築した上で、日中の混血である鄭成功を、あえて日本人と
して描いたのだろうか。すぐに想起される理由は、日本で浄瑠璃として上演するにあたって、観客の共感を得
るための工夫であった可能性であろう。演劇論としては、この点を掘り下げる必要があるだろうが、ここでは
別の角度からの推論を試みたい。榎本渉氏は、12世紀末以降の数十年間の中国史料に、しばしば「日本商人」
が登場することに着目し、そのなかには民族的には日本人とはみなすことができない人物が含まれていること
を指摘した。すなわち、「日本商人」は血統的な意味での日本人の商人を意味するのではなく、日本から宋、
とりわけ明州（寧波）へ赴き、交易をし、日本へ帰る商人を意味すると、この語の意味を再定義するのである�。
「日本商人」のなかには、鄭成功と同様に、父を中国人、母を日本人とする例を含んでいる。
　「日本商人」と和藤内ではいくつかの大きな相違点があり、榎本氏がいう「日本商人」の概念を和藤内に適
用できるか否かを短絡的に判断するのではなく、慎重な検討が必要である。両者には時代の隔たりがあり、片
や中国史料を中心にまとめられた定義が、日本側にも共有されたとみる根拠があるのか、さらには鄭成功が中
国史料のなかでは必ずしも「日本人」とは認識されていないなどの問題点が残る。これらの点について未検討
のままでの結論は粗暴のそしりを免れるものではないものの、ひとつの可能性として、前近代の東アジアに必
ずしも血統ではなく、地縁により、いわば現代にいう国籍を認識する感覚があったとすれば、その感覚こそが、
鄭成功が日本人「和藤内」として劇中で跳躍することになった背景にあったとみなすことはできないだろうか。

2、鄭成功による南京攻略の文学と歴史

　それでは、和藤内をなぜそこまでして日本人として認識する必要があったのだろうか。ここでもふたたび、
日本で成立した作品として観客の共感を得るためという回答が想定できるが、本稿では『国性爺合戦』と清代
に残された歴史史料の比較の観点から考察したい。
　『国性爺合戦』と歴史史料との内容の齟齬は、これまでもしばしば言及してきたが、全編にわたって対照す
ることはしない。最後の山場である、第五「龍馬が原の場」および「南京城外の場」と、歴史史料における戦
闘の推移を比較してみたい。本稿が扱う歴史史料は、近松が執筆にあたって参照することはなかったと思われ
るが、それだけに『国性爺合戦』の内容を相対化する素材となりうる。これらに、近松が『国性爺合戦』執筆
にあたって参照したとされる『明清闘記』（寛文元年・西暦 1661年刊）を、あわせて比較対照する。上記両
場面に描かれていた戦闘は、順治 15年（明の永暦 12年、西暦 1658年）5月に厦門を出航、翌年 3月に寧波
などを経て、6月には鎮江を占領、7月 24日から南京攻略を開始した作戦行動がモデルとなったと思われる。

──────────────────────────────────────────────────────────
22　榎本渉『東アジア海域と日中交流』（吉川弘文館、2007年）87頁
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（1）　「龍馬が原の場」の軍議
　「龍馬が原の場」の冒頭で、国性爺（和藤内）は呉三桂および甘輝と軍議を開く。清軍の攻略方法として、
呉三桂は山蜂を数千本の竹筒に入れて、清軍のもとに捨て去って、混乱を招く作戦を提案する。甘輝は、箱型
の容器を 2～3000個作り、米やおかず、さらには鴆毒を入れ、陣屋に貯蔵して、清軍と戦って撤退したふり
をして後退をする。清軍は陣屋にある食糧を毒とともに食べて戦わずに全滅させられると説く�。これに対し
て、国性爺は「韃靼王李蹈天に．おしならべてむずと組み．寸々に刻んで捨て」ることを主張する。正攻法を
とるべきだというのである。これに先立って、劇中、彼の母は、甘輝を味方に取り込む交渉の過程で自害する
のだが、それは「韃靼王」、すなわち順治帝を母の敵と思うよう、教訓を与えてのことであった�。国性爺は
言う「国性爺が魂に徹し忘れがたきは．母が最期の一句の詞．韃靼王は汝らが母の敵．妻の敵と思ひこんで本
望をとげよ．気をたるませぬ、その為の自害なり�」と。呉三桂、甘輝をはじめとする一同は、これに感涙を
流して正攻法に賛成するのである。呉三桂、甘輝の作戦は、むしろ国性爺の武人としての潔さを際立たせるた
めに提示された印象すらある。母の死の場面については後述する。
　歴史史料にも、南京攻略戦を前にした軍議の様子がみえる。瓜州および鎮江を攻略したあとに、甘輝は次の
ように鄭成功に進言した。これらの街々は南北をつなぐ経路の咽喉にあたる。ただ鎮江に留まるだけで、瓜州
との連絡を絶つことができ、山東の軍の南下を妨げることができる。このようにして北の守りを固めれば、両
浙の道を遮断することができ、南京を労せずして攻略することができる、と。成功はこれを受け入れずに、南
京へ進軍しようとした。進軍方法についても、甘輝は迅速に到着できる陸行が、時間がかかり援軍の集結を許
しかねない水行に勝ると主張したのに対し、諸将が水行の便宜を説いたこともあり、成功は水行を選択した。
南京を目前にした段階でも、甘輝が軍は神速であることが重要であるから、急ぎ攻城し、勢いに乗って、状況
が安定しないうちに攻め落とすべきであり、そのような攻撃を怠って、援軍が集結した後では攻略は難しいと
主張したものの、成功は受け入れなかった�。このように、『国性爺合戦』と同様に、歴史史料でも南京攻略
を前に鄭成功と甘輝の作戦上の意見の相違点があることが確認できる。
　『明清闘記』の議論は、以上のどちらとも異なっている�。南京攻略を目前にした時に、甘輝は次のように
述べる。南直隷は繁栄の地であり、かつ田畑は狭い。したがって米穀は極めて少ない。米粟は、隣国・近郡よ
り浦子江の前を通って城内へ入れられるので、軍勢を浦子江の港へ回し、運ばれてきた米を押しとどめて、兵
粮を潤沢にし、要塞を構えて時を待つべきである、と。これに対し、成功は、戦いは神運によって成就するの
である。すでに成功が到着していることは敵にも知られているだろうから、軍議が定まらないうちに攻撃すれ
ば、敵が準備をすることができないので、必ず勝利を得ることができると、甘輝の言を斥けている。
　歴史史料では鄭成功が時を待って攻撃する姿勢をみせているのに対し、『明清闘記』と『国性爺合戦』では
速やかな攻撃を主張している。後者では呉三桂、甘輝の作戦提案との対比から、より勇敢な武人像となってい
るのではないかと思われる。

（2）　父母の役割
　以上、軍議について比較してきたが、父母の役割を見逃すことはできない。先述のとおり、『国性爺合戦』
において国性爺を南京攻略へ駆り立てた大きな動機は、母の自害であった。「龍馬が原の場」の最後では、国
性爺の父鄭芝龍は、明朝先帝の恩に報いるため、再びこの国に帰参したが、功も誉もないまま、余命の少ない
楽しみがどれだけあるだろうか。今夜、南京の城へ向かい、討ち死にし、微名を和漢に留めたいと書き残して、
ひとり突撃していく�。この時 73歳だったと記されている�。この突撃が国性爺を奮起させることは言うま

──────────────────────────────────────────────────────────
23　大橋正叔、前掲校注・訳書、339～340頁
24　当該の場面は、大橋正叔、前掲校注・訳書、318～319頁に遡る。
25　大橋正叔、前掲校注・訳書、340～341頁
26　『閩海紀要』巻之上。黄典權校訂『鄭成功史料合刊』（臺南：海東山房、1957年）58頁
27　巻九「官軍配分ノ事」13丁表裏。
28　大橋正叔、前掲校注・訳書、342頁
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でもないが、芝龍は城門へたどりついたところで捕縛され、捕虜となる。
　こうした父母の動向と歴史史料と比較してみよう。順治 3年（1646）8月に、鄭芝龍は仙霞關を密かに撤収
し、清の兵を関に入れたことがみえる�。その後、成功が仙霞關に派遣されるが、延平までの撤退を余儀なく
される。明にとって戦局が悪化する中、9月になって貝勒王博洛（Bèilèwáng BÓ Luò）から芝龍へ書が送られ、
そこには芝龍を閩粤総督として迎える旨が記されていた。成功は諌めたが、大いに喜ぶ芝龍はこれを聞き入れ
ず、投降を決意、11月に福州にて貝勒王と会見した。12月 1日には、貝勒王世子の軍が安平に至り、鄭芝豹、
芝鵬の兄弟はその兵威を懼れて戦わず、資産や子女は巨艦に移され、外海へ退避した。成功の母（成功生母倭
婦翁氏）のみは、手に剣を持ち、同行しようとしなかったため、再三再四逃亡を促したものの、それでも同行
せず、大軍が到着した時に剣を抜いて腹を割いて死んだ。成功はこの報に接して号泣したとされる�。
　『明清闘記』にはおおよそ次のように記されている�。鄭芝龍が梨関を守っていたところ、順治帝の詔書が
届く。それには芝龍を三省王に冊封すること、会見を希望していることなどが記されていた。芝龍は一族を集
めて評議をしたところ、成功は、彼らは夷狄であり貪欲なばかりで仁義を知らないなどと述べ、謀に違いなく、
要害を守って勝敗を決するのみであると父を諌めた。それにもかかわらず芝龍は彼らと会い、境界を決めて平
和にし、人々を休息させ、軍備を整え、時節をうかがい回復することで挽回しうるのであり、もし事件が起こ
れば仇を討って欲しいと三千餘騎を率いて出向いた。そこでは兵たちは待機を命じられ、芝龍ひとりが招かれ、
そこで生け捕りにされ南直隷へ送られた。そののち、清軍は福建に来攻し、隆武元年（1645）5月に福建の城
を落とし人々を撫で斬りにした。鄭芝龍の夫人で成功の母は、日本の肥州松浦の人であって、正保 2年（1645）
の秋に唐山に渡って 2年になる�。このたび福建が落城したことで、海路に逃亡した。夫人は傍らの人に次の
ように語った。私はもともと日本の者であったが、ある年ここへ来て 3年も過ぎないのに、夫と別れ、そのう
え、この地を離れてどこへ落ち延びようというのか。乱賊の手に陥ることを思えば、身を魚腹の中に葬るに如
かず、と。そしてついに洪塘浦の沖に身を投げた。
　『国性爺合戦』、歴史史料、そして『明清闘記』はここでも三者三様の展開を見せる。一番大きな相違点とし
て歴然としているのは、歴史史料と『明清闘記』は、鄭芝龍が清へ投降したことを記しているのに対し、『国
性爺合戦』は最後まで成功とともに南京攻略に参戦したとされている点であろう。ただ、『国性爺合戦』にお
いて、芝龍がただひとり城へ向かって斬りこむ姿勢は、『明清闘記』における清との交渉を目的に出向く姿勢
と、やや類似する印象がある。歴史史料では、このような要素はなく、芝龍が清の官職などで懐柔された結果、
貝勒王のもとに投降したように読み取れる。また、成功の母については、その最期の壮絶さは共通するものの、
歴史史料と『明清闘記』はそれが清軍の福建侵攻時のこととしているのに対し、『国性爺合戦』では甘輝を対
清戦争の味方へ引き入れる交渉の最中である点が異なる。

（3）　戦闘の結末「南京城外の場」
　比較の最後の事例は、『国性爺合戦』最後の場面「南京城外の場」の結末部分である。鄭芝龍を捕虜にされ
たことで、国性爺の軍は奮起し、甘輝、呉三桂、国性爺を先頭に、国性爺の妻である小むつを後陣として、6
万余騎で南京城へ押し寄せる。城内には 70万余騎がいて、落ちる気配がみられない中、国性爺らの奮闘によ
り落城寸前となった時、芝龍を楯に縛り付け、韃靼王とともに李蹈天が登場する。彼らは国性爺たちの狼藉緩
怠を責め、「日本流に腹切る」か、芝龍、成功親子とも「すぐに日本へ帰る」のであれば、芝龍を助命する、
さもなくば芝龍をこの場で引っ張り切るとせまる。ひるむ国性爺たちに対して、芝龍は「愛におぼれ義を知ら

──────────────────────────────────────────────────────────
29　鄭芝龍の生年は、万暦 32年（1604）とされている。鄭成功の南京攻撃は、順治 16年（1659）であるから、後述の事情を
措くとしても年代が合わない。おそらく近松は、芝龍夫妻を老齢に描くことによって、その捨て身の行為を、観客に受け入れ
易くしようとしたのではないだろうか。
30　『閩海紀要』巻之上。『鄭成功史料合刊』51頁。
31　『台湾外記』巻之六、6丁表～7丁裏
32　巻 3「鄭芝龍陥北軍并ニ芝龍妻自害事」
33　南明の隆武元年と日本の正保 2年は、実際には同じ年である。
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ぬ」と思われるのは日本の恥であり、母も日本の恥に殉じたことを忘れたか、などと鼓舞をする。それでも国
性爺がためらっていると、甘輝、呉三桂が韃靼王の前に進み出て、降伏を申し出た隙に、韃靼王を締め上げる。
国性爺も飛びかかって芝龍の捕縛を解き、かわりに李蹈天を楯に縛り付ける。韃靼王を鞭打ちの上、本国へ送
還し、李蹈天を八つ裂きにして、最後を「永暦皇帝御代万歳．国安全と寿くも大日本の君が代の．神徳武徳聖
徳の．満ちてつきせぬ国繁昌．民繁昌の恵みによつて．五穀豊穣に打ち続き万々．年とぞ祝ひける。�」と締
めくくる。日本の徳の部分はここでは措くとして、南京を陥落させ、永暦帝（桂王）のもとに明は復興を遂げ
るのである。
　歴史史料による戦闘部分は、次のとおりである。甘輝は、勢いに乗じて相手の態勢が整う前に攻城戦を急ぐ
べきであることを進言したが、成功はまたもや聞き入れなかった。その間に、城内では攻城戦に備え、援軍を
集めていた。成功は敵を軽んじて備えることをしなかった。城内では成功の軍が怠っている様子を見て取り、
夜に副将梁化鳳が十余本の「穴城」おそらくは地下道から出撃し、成功側の副将董拱中および蕭拱柱が戦死し、
余新が捕らえられた。成功はこれを聞き、天佑馳に支援をさせたものの時すでに遅かった。これにより、南京
勢は尽く出撃し、両軍入り乱れての戦闘となる。成功は自ら親衛隊を率いて、一時は撃退するものの、次第に
押され気味になり、甘輝が単騎駆けていき、人が近づくこともできず、馬は足を取られて躓いているうちに南
京城内に突入した。彼は手を振り上げ、大声を上げ、屈しなかったが、遂に捕えられた。降伏を説得されたも
のの、罵って、速やかに死ぬことを求めた。数日間、水や飲み物を口にしなかったため、引き出して斬った。
甘輝の顔色はなおも変わらず、首を市に懸けても青蠅が近づくことはなかった。兵卒は、これを忠義のなせる
ところと感心し、入棺して葬った。
　『明清闘記』には戦闘の詳細は記されていない�。順治 16年（1659）7月中旬、成功たちは「京師應天府」
に押し寄せ、両門を破り、城中は降を乞い、翌日には陥落するだろうという段に至ったが、時が熟していなかっ
たのか、不運だったのか、一戦に敗亡したとされる。諸将が討ち死にし、兵卒も分散したため、気力が失われ、
力を失い、やむをえず南京を撤退した。討ち死にした十二将のなかに崇明伯甘輝の名がみえる。彼らは義を重
んじ、忠を尽くしたことにより、十二の祠を立てて弔ったことなどが記されている。
　歴史史料と『明清闘記』の該当部に鄭芝龍が登場しないことはいうまでもあるまい。他方、成功が攻撃に消
極姿勢をみせる局面がある点は、詳細の違いはあるにせよ、歴史史料と『国性爺合戦』に共通している。前者
においては敵を軽んじるがゆえ、後者においては父を捕えられたがゆえである。三者に共通しているのは、こ
の戦いにおける甘輝の役割の大きさであろう。歴史史料と『明清闘記』では、その忠義心による戦いの末に戦
死をし、『国性爺合戦』においては南京を陥落させるにあたって重要な役割を果たしている。この物語のなか
で、甘輝を味方にひきこむ過程に「第三」の一場面を割いたのも、こうした事情によると思われる。他方、『国
性爺合戦』においてのみ登場する呉三桂は、明の崇禎帝自害を機にすでに清に降った人物であるため、歴史史
料と『明清闘記』では同様の文脈では登場しない。
　このように、本章では『国性爺合戦』の最終場面と、とりわけ中国側の歴史史料との比較をおこなってきた。
数々の相違点があるのは当然のこととして、顕著な違いがどこにあるのかという点に焦点をあてることで、『国
性爺合戦』の特徴がみえてくるのではなかろうか。もっとも大きな違いは、『国性爺合戦』においてのみ、南
京が陥落して明が復興することであるが、本稿ではこの点は問わない。南京陥落は本稿の主たる関心である、
日本人作者が中国において日本および日本人がどのように認識されているかという意味での異国観の問題と直
結しないからである。また、『国性爺合戦』では、冒頭から最後にいたるまで呉三桂が忠臣として登場してい
る点は、未詳とせざるをえない。近松が参照したとされる『明清闘記』においても、同様な登場の仕方をして
いない。
　他方で、歴史史料のなかでは、呉三桂同様に清に投降したはずの鄭芝龍が、『国性爺合戦』では成功の南京
攻略戦に参戦し、ひとり突撃し、捕えられ、さらし者にされたことが成功たちの軍の戦意を昂揚させた。成功

──────────────────────────────────────────────────────────
34　大橋正叔、前掲校注・訳書、348～349頁
35　巻九「延平王祭亡者恤孫子事」26丁裏～27丁表。
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の母は、清軍が福建に侵攻した際に、降伏するを潔しとせず自害したとされているが、『国性爺合戦』では甘
輝を成功らの味方に誘う交渉の過程で、清を彼らの敵と思わせるために自害する。そして、成功本人は、甘輝
が速やかなる南京攻略を諫言したのに対し、成功はそれに反対したことで敗退したとされているが、『国性爺
合戦』では甘輝や呉三桂の作戦を斥けてまで、正攻法を主張し、鄭芝龍がさらされるまでは勇敢に戦っている。
『国性爺合戦』が、いわば新たに創造した物語をつなぎ合わせていくと、明清交替の大きな政治状況のなか、
今後の中華帝国を視野に政権を築くのではなく、両親の敵としての清の打倒に燃える勇敢な鄭成功像が浮かび
あがってくる。筆者は、近松の他の作品や、仇討ち物語に必ずしも精通する者ではないが、一種の仇討ち物語
の印象すらある。『国性爺合戦』初演をさかのぼること 5年、宝永 7年（1710）初演と推定されている『碁盤
太平記』は、元禄赤穂事件に取材したもので、主君塩冶判官の仇を討とうとしない大星由良之介父子に、由良
之介の母と妻が憤って自害する図式と類似する印象もないではない。

おわりに

　本稿では、第 1章として『国性爺合戦』における鄭成功および日本がどのように描かれているかを検討した。
先行研究のなかで、しばしばナショナリズムに近い印象で捉えられてきた日本像は、鄭成功（劇中では和藤内）
の言動の表現に集中しており、中国側の反応や成功の母のセリフのなかにはそれらとは異なり、日中を対等と
みなすものがあるばかりか、日本を「小国」と表現する場面すらあることを指摘した。成功の言動に、ことさ
らに日本の要素を強調するのは、実際には福建人鄭芝龍と日本人女性との混血である鄭成功を、中国的な要素
をほぼ排除し、日本人として描こうとしたからだと思われる。
　その上で、第 2章で検討したように、『国性爺合戦』が、歴史史料が伝える内容に大きく変更を加えている
点は、少なくとも第五の場面に関しては父母のイメージに関する要素であり、変更後の物語のなかには、父母
の思いを受けてその敵である清に立ち向かう、勇敢な鄭成功が浮かび上がってくる。鄭成功の日本イメージを
強調しながらも、芝龍、成功父子が実際におこなった、江戸幕府への援軍要請、いわゆる日本乞師が脱落して
いることも、この点を傍証しているのではなかろうか。これを仇討ちと位置づけうるならば、その主人公は日
本人である必要があると同時に、他者の加勢に多くを依存するのではなく、主体的な行動により達せられなけ
ればならなかったのである。
　この物語の主人公鄭成功（和藤内）は、日本、中国、台湾を股にかけて活動した人物であり、その内容には
韓国の研究者からの発言もみられるなど、国際的な観点からも注目を集めている。本稿執筆にあたって、はじ
めて『国性爺合戦』全文を読み進めていくうちに、現代的な関心からはアイデンティティに関わる微妙な論点
を内包する作品であることを理解した。その点を含め、『国性爺合戦』の世界を消化し、それを相対化するた
めに他のテキストとの比較をおこない、それらの異同からみえてくる点から議論を構成し、解釈しうるところ
を率直に文章化したつもりである。この稀有な東アジア広域の相互作用を、比較的近い時期の日本がどのよう
に受け止めたのか。一種のパラダイムシフト（Paradigm Shift）として、忌憚のない議論を喚起しうることを
祈念している。

【付記】 　本稿は、2020年 11月 20日に遠隔開催された、第 12回「東アジア人文学フォーラム（第十二屆東亞人文學論壇）」に
おける同名の口頭報告のための予稿として執筆したものであり、主幹校である國立臺灣大學文學院関係各位のご了解のも
と、一部修正の上、本誌へ掲載するものである。


